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市民活動グループ市民活動グループ市民活動グループ市民活動グループのイベント・助成金情報が満載！ 

日時 6 月 4 日（土）10 時 30 分～15 時 

場所 ふれあいの森 なんでも工房  ★雨天決行 

（周南市須々万本郷 1153-1） 

内容 １型糖尿病の患者会が主催する“猪肉”

のバーベキューです。交流会ですので講演等は

ありません。皆でバーベキューを楽しみましょう！

※途中参加も OK です！ 

※飲酒もできます（ただし、自分で飲まれる量

をご持参下さい） 

対象 どなたでも（１型糖尿病患者ご本人やご

家族に限らず、1 型糖尿病に関心のある方なら

どなたでも参加できます） 

定員 30 名 参加費 1,000 円 

申込方法 電話・Fax・メール、または申込フ

ォーム（http://goo.gl/forms/AjIV2ZXA76 ）より申込 

〆切 6 月 2 日（木） 

問合せ・申込先 

あなろぐの会（1 型糖尿病大人の会） 

℡・Fax  0834-28-1567（古川） 

ﾒｰﾙ      kisi@analog-kai.org（岸田） 

HP       http://analog-kai.org 

 

日時 毎月 基本第 2 水曜日 10 時～12 時 30 分 場所 桜木公民館 

内容 毎回、テーマとする野菜や果物を決め、その栄養素や由来を学びながら料理をします。 

6 月 8 日 バナナ 7 月 13 日 バジル ※テーマ食材は変更になることもございます。 

対象 どなたでも（男性の方もどうぞ！） 定員 16 名 

参加費 2,500 円／回（材料費含む） 

◆託児料（原則 1 歳以上）…食事付：1,200 円／人、食事なし：700 円／人 

※開催日 2日前からキャンセル料金が発生しますので、ご注意ください。 

持参物 エプロン、三角巾やバンダナ等頭髪を覆えるもの、手拭タオル 

申込方法 電話、メール 〆切 講座…開催日の前週の金曜日／託児…開催日の 1 週間前 

問合せ・申込先 ベジフルの友（有吉） ℡ 090-2446-2954 ﾒｰﾙ gioia1@hotmail.co.jp 

★7月以降も、原則、毎月第 2水曜日に同じ時間帯・同じ場所で実施しています。 

イベント情報 
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市民活動とは、営利を目的としない市民の自主的・主体的な公益活動のことです。 

具体的には、ボランティアや NPO（民間非営利組織）の行う活動等を指します。 

日時 5 月 29 日（日）13 時～15 時 

（受付開始：12 時） 

場所 周南市水泳場（周南緑地公園内） 

内容 プールの掃除が始まる前に、みんなの力

でヤゴを救出して、トンボに成長するまで育て

てみよう！ 

対象 児童（小学生まで）とその保護者 

※参加に際しましては、必ず保護者の同伴が必要で

す。同伴者数の目安は、幼児・低学年児童 1名に

付き保護者 1名、中・高学年児童 5名に付き保護

者 1 名以上でお願いします。 

持参物 救出用アミ、入れ物、プールの中で使

う履き物、濡れてもいい服装、着替え、タオル 

参加費 200 円（保険代等） 事前申込 不要 

問合せ先 

NPO 法人 水環境地域ネットワーク（WFEN） 

℡・Fax 0834-34-8544 

ﾒｰﾙ     info@wfen.jp 

託児つき 野菜ソムリエの食育料理講座 

ヤゴ救出大作戦 

 

1 型糖尿病交流会（猪肉バーベキュー） 
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日時 6 月 11 日（土）14 時～16 時 

場所 周南市文化会館 地下練習室 1 

内容 合唱の練習会…ベートーベン「第九 歓喜

の歌」をご一緒に歌ってみませんか！指揮・合

唱指導者：中野幸郎先生のユーモアたっぷりの

ご指導のもと、歓喜の歌を練習しましょう。そ

して、舞台で歌い終わったときに「達成感」と

「感動」をご一緒に味わいましょう。 

※以降、原則毎月第 2土曜日 14 時～（9月からは毎

月第 2・第 4土曜日 14 時～）に同様の練習会を開

催。 

※12 月 24 日（土）14 時～、周南市文化会館にてコ

ンサート（本番）を開催。12 月 23 日（金）17 時

～20 時 前日リハーサル、12 月 24 日（土）9 時～

12 時 ステージリハーサルを行います。 

対象 どなたでも（初心者でも大丈夫！） 

定員 100名 持参物 飲み物 事前申込 不要 

参加費 初回無料。入会ご希望の方は年会費と

して 12,000 円。高校生以下は無料。 

問合せ先 「第九」の会 in 周南 

℡  090-7990-1257（門司） 

ﾒｰﾙ jamujamu2691@gmail.com（山野井） 

 

6 月例会 街道ウォーク（岩淵宿～宮市宿） 

日時・場所・内容 6 月 5 日（日）9 時 40 分～14 時 50 分 ★雨天決行 

JR 大道駅に 9 時 25 分集合。JR 大道駅～岩淵宿～防長の三孝女：石川阿石の碑～佐野たお水道公

園：駕籠建場跡・山陽自動車道佐波川 SA～佐野一里塚跡～玉租神社～護国寺：菖蒲苑～旧山陽道・

萩往還分岐～山頭火の小径～宮市宿～まちの駅・うめてらす～JR 防府駅の約 15 キロを歩きます。 

※コースの一部にアップダウンがあります。 ※雨天の場合はコースを一部変更することがあります。 

※雨天の場合は昼食場所がありません。佐波川 SA の食事処で昼食を予定してください。 

 

7 月例会 大賀ハスとひじりの森ウォーク 

日時・場所・内容 7 月 24 日（日）9 時～13 時 40 分 ★雨天決行 

JR 徳山駅みなと口 1 階に 8 時 45 分集合。JR 徳山駅～ 

周南緑地：西緑地西入口～周南市野球場（津田恒美メモリアルスタジアム）～ 

南浜公園～ひじりの森：徳山稲荷神社～櫛浜公民館～JR 櫛ヶ浜駅の約 14 キロを歩きます。 

※コースの一部に上り坂があります。 ※雨天の場合はコースを一部変更することがあります。 

 

共通項目  

対象 ウォーキングマナーを守れる方 定員 なし 持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物 

参加費 一般（会員外）：300 円、県協会員：100 円、周南ウオーキング協会会員：無料 

申込方法 当日受付 問合せ先 周南ウオーキング協会 事務局（藤井） ℡ 090-2003-1639 

★詳細は、支援センターホームページ掲載の開催案内（チラシ）をご覧ください。 

周南ウオーキング協会 月例会 

「第九 歓喜の歌」 合唱練習会 

日時 6 月 11 日（土）17 時～21 時頃 

場所 長穂小学校 

内容 

◆ほたるのくす玉割り【20 時 30 分】 

◆ふれあいバザー【随時】 

◆ステージイベント 

・各種団体のステージイベント 

【17 時～19 時 45 分】 

・お楽しみ抽選会【20 時～】 

・大もちまき大会【21 時～】 

対象 どなたでも 参加費 無料 

問合せ先 住みよい長穂をつくる協議会 

（長穂公民館内 担当：楢﨑） 

℡   0834-88-0401 

Fax  0834-88-1471 

ﾒｰﾙ   nagao-ko@city.shunan.lg.jp 

第 33 回 長穂ほたる祭り 
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日時 7 月 24 日(日)10 時～15 時 ※雨天中止 

場所 下松市役所南側駐車場 

べんけい号展示庫前ひろば 

内容 下松市で行われる「くだまつ親子の日フ

ェスタ」に参加して、次のイベントを行います。 

・ミニ SL の展示と走行 

・親子スケッチ会 ・かき氷販売 等 

対象 どなたでも 参加費 無料 

持参物 親子スケッチ会参加希望者はスケッチ用具  

申込方法 当日受付 

問合せ・申込先 

NPO 法人下松べんけい号を愛する会（栗田） 

℡   080-1946-5118 

Fax 0833-43-4250 

ﾒｰﾙ  info@benkeigo.org 

※このイベントでの受付、誘導、かき氷づくり・販売

等を行うボランティアスタッフを募集します。 

（対象：どなたでも、定員：7名、〆切：7月 15 日） 

申込・問い合わせは上記連絡先へ！ 

 

日時 6 月 15 日（水）9 時 15 分～11 時 

場所 富田東幼稚園 

内容 ・9:15～ 受付 

・9:30～ てるてるぼうず、 

かたつむりの制作 

・10:30～ お誕生日おめでとう 

（6 月生まれのおともだち） 

対象 未就園児とその保護者 参加費 100 円 

持参物 上靴、水筒 事前申込 不要 

問合せ先 子育て広場 ひまわり（富田東幼稚園内）  

℡ 0834-63-2502 

日時 6 月 26 日（日）9 時 30 分～12 時 

場所 県総合庁舎 2 階「ふれあいルーム」 

内容 おりがみに関する研究・発表・交流 

対象 小学生以上の方 持参物 筆記具 

定員 20 名程度（先着順） 

参加費 初回無料。入会ご希望の 

方には年会費の詳細を当日説明。 

申込方法 電話、メール 〆切 なし 

問合せ・申込先 周南おりがみ研究会（松田） 

℡ 080-1942-9222 

ﾒｰﾙ kuniom@jasmine.ocn.ne.jp 

周南おりがみ研究会 例会 

NPO 法人下松べんけい号を愛する会 
「くだまつ親子の日フェスタ」ブース出店 

子育て広場 ひまわり 

日時 7 月 17 日・24 日（いずれも日） 

9 時～16 時 40 分 

場所 徳山工業高等専門学校 

第 1 スタジオ型演習室（専門棟 3F） 

内容 

・17 日…受付・開講式、法規 1～4 

・24 日…無線工学 1～3、補講、修了試験 

※全 10 時間の講習を受講し、修了試験に合格すれ

ば国家資格「第 4 級アマチュア無線技士」の従事

者免許証を取得できます（国家試験免除）。 

対象 どなたでも 定員 44 名（先着順） 

受講料 ・一般：22,750 円 

・小中高生（18 歳以下）：7,750 円 
（教科書代、問題集代、無線従事者申請費用を含む） 

申込方法 電話 〆切 7 月 9 日（土）19 時 

問合せ・申込先 ドイ音響無線 

℡ 0834-21-6820 

第 4 級アマチュア無線技士養成講習会  
主催：ドイ音響無線、共催：周南アマチュア無線防災ネットワーク 

対象 ソロプチミスト活動に沿ったボランティア団体、個人 

趣旨 ボランティアの活動のために必要である金銭及び機材の贈呈 

支援品 ノートパソコン 1 台 

応募方法 所定の用紙（※）に必要事項を記入の上、郵送又はメールにて提出 

（※）市民活動支援センターHP（http://www.city.shunan.lg.jp/hp/shiencent/）の 

■6月の催しもの■欄からダウンロード、または市民活動支援センターにて 

直接入手可能です。 

問合せ・申込先 国際ソロプチミスト徳山（小野） 

℡  090-1019-3727  ﾒｰﾙ hiroko224@docomonet.jp 

「夢と希望の支援」プロジェクト（〆切：6/30） 

登録団体主催プロジェクト 

★詳細は、支援センターHP 掲載の

要項等をご覧ください。 
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対象団体 地域福祉活動を目的とするボランティア

グループおよび NPO（法人格の有無は不問） 

対象活動 在宅高齢者または在宅障害者のために行

う福祉活動、文化活動 

助成額 10～50 万円／件（事業助成または整備費助成） 

問合せ先 （公財）太陽生命厚生財団 

℡ 03-6674-1217 

URL  http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/index.html  

対象団体 NPO 法人、一般社団法人、任意団体 

対象活動 瀬戸内海周辺一帯での植樹活動、環境保

全活動、ESD・環境教育活動 

対象活動の実施期間 平成 28 年 10 月 1 日～平成

30 年 3 月 31 日 

助成額 上限 200 万円／件 

問合せ先 NPO 法人瀬戸内オリーブ基金 

℡ 0879-68-2911 

URL  http://www.olive-foundation.org/grantinfo/ 

【編集・発行】 

周南市市民活動支援センター 

〒746-0025 周南市古市 1丁目 1番 21号 

周南市西部市民交流センター内 

TEL:(0834)62-4682／FAX:(0834)62-5350 

メール:shiencent@city.shunan.lg.jp 

URL:http://www.city.shunan.lg.jp/hp/shiencent/ 

＜Ⅰ．子どもの本購入費助成＞ 

対象団体 対象活動を行い、3 年以上の活動歴がある

民間の団体、または個人 

対象活動 子ども達の読書啓発、および指導活動 

助成額 30 万円／件 

＜Ⅱ．病院・施設子ども読書支援＞ 

対象団体 対象活動を行う団体、または個人 

対象活動 小児病棟で長期にわたり難病と闘ってい

る子ども達や、心身障害児施設、児童養護施設等の

子ども達に対して行う読書活動 

助成額 30 万円／件 

＜Ⅲ．子どもの本 100 冊助成＞ 

対象団体 Ⅰ・Ⅱと同様 

助成内容 財団が選書した小学校低・中・高各学年

向けセット（各セット約 15 万円相当）のうち、希

望する 1 セットを贈呈 

＜Ⅰ～Ⅲ共通＞ 

問合せ先 （公社）読書推進運動協議会 

℡ 03-3260-3071 

URL  http://www.itc-zaidan.or.jp/support.html 

 

対象団体 

①公益財団・社団法人又は一般財団・社団法人、特

定非営利活動法人 

②上記以外の法人格を有する団体 

③法人格を有しないが、活動を実施するための体制

が整っていると認められる団体 

対象活動 活動規模が市町村規模の、以下の内容に

関する活動 

◆子どもを対象とする体験・読書活動  

①自然体験活動     ②科学体験活動 

③交流を目的とする活動 ④社会奉仕体験活動  

⑤職場体験活動     ⑥読書活動 

⑦その他体験活動 

◆子どもを対象とする体験・読書活動を支援する活動   

①フォーラム等普及活動 ②指導者養成 

対象活動の実施期間 平成 28 年 10 月 1 日～平成

29 年 3 月 31 日 

助成額 上限 50 万円／件 

〆切 6 月 14 日（※電子申請：6 月 21 日） 

問合せ先 （独行）国立青少年教育振興機構 

℡  0120-579-081 

URL http://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html  

 

対象団体 中国地域に所在する文化、スポーツに関

する団体 

対象活動 対象団体が主催し、中国地域在住者が過

半数を占め、中国地域内において行う美術・音楽・

伝統文化・スポーツの分野に関する活動 

対象活動の実施期間 平成 28 年 10 月 1 日～平成 

29 年 3 月 31 日 

助成額 10～50 万円／件 

問合せ先 （公財）エネルギア文化・スポーツ財団 

℡  082-542-3639  

URL http://www.gr.energia.co.jp/bunspo/application/cat1.html  

助成金情報 

(公財)エネルギア文化・スポーツ財団助成（後期） （〆切：6/20） 子どもゆめ基金 子どもの体験・読書活動助成 （〆切：6/14） 

（公財）太陽生命厚生財団 助成（〆切：6/30） 

瀬戸内オリーブ基金 植樹・環境教育等助成（〆切：6/30） 子ども文庫助成（〆切：6/30） 

市民活動支援センターでは市民活動に関する 

問合せ・相談等を随時受け付けています。 

是非お気軽にご連絡・ご来館ください！ 


